
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  8,462  △3.1  64  138.1  75  127.3  △29  －

24年３月期第２四半期  8,735  △9.4  27  207.8  33  53.2  △66  －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △14百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 △62百万円 （ ％） －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

25年３月期第２四半期  △4.52  －

24年３月期第２四半期  △9.96  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  9,164  2,821  30.8

24年３月期  9,810  2,869  29.2

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 2,821百万円   24年３月期 2,869百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

24年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期  17,740  0.6  153  31.9  150  25.4  45  49.4  6.78

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第１０条の５に該当するものであります。

詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 7,353,443株 24年３月期 7,353,443株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 712,420株 24年３月期 712,420株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 6,641,023株 24年３月期２Ｑ 6,641,269株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の

開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績

等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっ

ての注意事項等については、添付書類２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する

定性的情報」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に回復基調にあるものの、

欧州の債務問題や円高・株安の継続により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループは、安価な輸入紙の市場流入や需要低迷による販売数量の減少により、売上は低調に推移いたしま

した。利益につきましては、売上高の減少により売上総利益は減少したものの、販管費の削減を図り利益の確保に

努めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は8,462百万円（前年同期比3.1％減）、営業利益は

64百万円（前年同期比138.1％増）、経常利益は75百万円（前年同期比127.3％増）となりました。しかしながら、

保有する一部投資有価証券の株価下落により投資有価証券評価損を計上し、四半期純損益は29百万円の損失（前年

同期は66百万円の損失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて646百万円減少し、9,164百万円と

なりました。これは主に受取手形及び売掛金が393百万円、商品が104百万円および投資有価証券が78百万円減少

したためであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べて598百万円減少し、6,342百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金が155百万円及び有利子負債が400百万円減少したためであります。   

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて47百万円減少し、2,821百万円となりました。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年11月９日付にて連結業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   会計方針の変更  

 （減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純損失に与える影響は

軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 365,272 335,977

受取手形及び売掛金 3,963,845 3,570,716

商品 686,567 581,726

未収入金 612,818 635,491

その他 47,196 40,052

貸倒引当金 △28,047 △25,613

流動資産合計 5,647,652 5,138,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,280,703 1,251,832

機械装置及び運搬具（純額） 37,278 38,559

土地 1,417,953 1,417,953

その他（純額） 15,363 12,999

有形固定資産合計 2,751,298 2,721,345

無形固定資産   

のれん 637,713 617,784

その他 23,171 14,552

無形固定資産合計 660,884 632,337

投資その他の資産   

投資有価証券 452,564 374,479

出資金 215,341 215,341

その他 82,823 82,473

投資その他の資産合計 750,729 672,294

固定資産合計 4,162,913 4,025,977

資産合計 9,810,566 9,164,328
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,391,424 5,235,441

短期借入金 720,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 90,000

賞与引当金 47,269 22,566

その他 203,468 188,549

流動負債合計 6,422,163 5,886,557

固定負債   

長期借入金 120,000 60,000

退職給付引当金 357,007 359,692

繰延税金負債 3,865 3,603

その他 37,681 32,596

固定負債合計 518,553 455,892

負債合計 6,940,716 6,342,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,381,052 2,381,052

資本剰余金 776,560 776,560

利益剰余金 92,360 29,164

自己株式 △258,452 △258,452

株主資本合計 2,991,521 2,928,325

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △115,662 △100,412

為替換算調整勘定 △6,697 △6,821

その他の包括利益累計額合計 △122,360 △107,233

少数株主持分 687 787

純資産合計 2,869,849 2,821,879

負債純資産合計 9,810,566 9,164,328
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,735,122 8,462,736

売上原価 7,587,570 7,329,027

売上総利益 1,147,552 1,133,708

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 451,378 420,817

賞与引当金繰入額 34,781 21,706

退職給付費用 48,020 52,988

減価償却費 36,292 33,853

その他 549,864 539,546

販売費及び一般管理費合計 1,120,336 1,068,911

営業利益 27,215 64,797

営業外収益   

受取利息 30 17

受取配当金 19,572 17,104

設備賃貸料 4,259 4,469

貸倒引当金戻入額 4,620 1,499

その他 5,077 4,532

営業外収益合計 33,561 27,624

営業外費用   

支払利息 9,870 7,396

手形売却損 6,347 5,905

保証債務費用 6,450 408

その他 4,969 3,396

営業外費用合計 27,637 17,107

経常利益 33,140 75,313

特別損失   

投資有価証券評価損 － 101,132

特別退職金 2,151 －

貸倒引当金繰入額 79,195 －

その他 14,161 －

特別損失合計 95,508 101,132

税金等調整前四半期純損失（△） △62,368 △25,818

法人税、住民税及び事業税 4,191 4,334

法人税等調整額 － △261

法人税等合計 4,191 4,072

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △66,560 △29,891

少数株主利益又は少数株主損失（△） △432 99

四半期純損失（△） △66,127 △29,990
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △66,560 △29,891

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,565 15,250

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,450 △124

その他の包括利益合計 4,115 15,126

四半期包括利益 △62,444 △14,765

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △62,012 △14,864

少数株主に係る四半期包括利益 △432 99
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 該当事項はありません。  

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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